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新会長挨拶 

 

新しい環境に相応しい多様性のある研究インフラ 
 

日本国際経済学会 会長 

岩本 武和 
 

 このたび、日本国際経済学会の会長に選出されましたことを、大変光栄に思いますと同時に、分不相応な大

役を仰せつかったことに身が引きしまる思いがしております。しかし、長らくこの学会で育てていただいた恩

返しのつもりで、微力ながら務めさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 ご承知のように、私たちの教育・研究を取り巻く環境は、この 10年近くの間に激変しました。透明性や説明

責任が問われ、個人や組織の生産性や競争力が厳しく評価される時代になりました。忘れてはならないのは、

この 10年間にも、若い研究者が育成され、今後もまた、こうした環境の中で新しい研究者が輩出されることで

す。若い研究者にとって魅力のある学会にするということの意味は、学会もまた、こうした新しい環境に相応

しい形で、変わっていかなければならないということだと思っております。例えば、小島賞(特に優秀論文賞)

や特定領域研究賞(小田賞)の創設は、若手研究者のインセンティブ向上に寄与する制度として定着して参りま

した。また、全国大会におけるポスターセッションや英語セッションの試みは、今後も定着させて、学会が新

しい形でのジョブサーチの場を提供していくことは、とても大切なことだと考えております。 

 もう一つ大切なことは、60 年以上の伝統を持つこの学会が培ってきた分野間や世代間の多様性を、この学会

の資産として次世代へ引き継いでいくことです。私もまた、駆け出しの研究者だった頃、同世代の異なる分野

の研究者たちや、シニア世代の先生方から多くのことを学ばせていただきました。しかし他方で、こうした多

様化が増すにつれて、分野間や世代間の交流が困難になる側面があることも、また事実です。例えば、会員の

専門分野をいくつか登録していただくなどして、学会内の風通しを良くし、全国大会や春季大会、各支部の研

究会、またシンポジウム等を企画したり、学会誌を編集したりする際に、できるだけ多くの会員の方々に参加

していただけるように努めていきたいと思っております。 

 最後に、このグローバル化の世界において、日本国際経済学会の国際的な発信力を高めていくことも重要な

課題です。一つのチャネルである韓国国際経済学会との学術交流は、すでに 20年が経過し、いま少し拡がりと

深まりを持った交流に踏み込む必要があるかもしれません。もう一つのチャネルである英文機関誌『The 

International Economy』については、和文機関誌『国際経済』ととともに、出版委員会の大変なご努力にもか

かわらず、未だ会員の研究インフラになっているとは言い難いのが現状です。機関誌は学会の対外的な顔であ

り、機関誌の学界における評価を高めることは喫緊の課題と思います。一朝一夕には解決が難しい問題ではあ

りますが、何よりも会員の皆様の積極的な投稿こそが機関誌充実の鍵を握っております。 

 会員の皆様がお持ちの企画やご意見がございましたら、ご自由にお寄せいただき、学会運営とインフラ整備

に活かして参りたいと思います。どうかご支援をよろしくお願い申し上げます。 
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平成 24年度会員総会 議事録 

 

第１日 

日時：2012年 10月 13日（土）13：00～13：20 

会場：甲南大学 8号館 1階 813教室 

議長：遠藤正寛理事（慶應義塾大学） 

 

１． 平成 23（2011）年度事業報告について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より以下の通り報告があった。 

(1) 第 1回春季大会および創立 60周年記念シンポジウム開催（2011年 6月 11日 龍谷大学） 

(2) 第 70回全国大会開催（2011年 10月 22・23日 慶應義塾大学） 

(3) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第 62号発行 

 

２． 平成 23（2011）年度一般会計決算案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について説明があり、審議した結果、これを承認した。【「日本国

際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号参照】 

 

３． 平成 23（2011）年度特別事業活動基金決算案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について説明があり、審議した結果、これを承認した。【「日本国

際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号参照】 

 

４． 平成 24（2012）年度事業案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より以下の通り説明があり、審議した結果、これを承認した。 

(1) 機関誌『The International Economy』No.15 発行 

(2) 第 2回春季大会開催（2012年 5月 26日 南山大学） 

(3) 第 71回全国大会開催（2012年 10月 13・14日 甲南大学） 

(4) 機関誌『国際経済（日本国際経済学会研究年報）』第 63号発行 

(5) 機関誌『The International Economy』No.16 発行予定 

 

５． 平成 24（2012）年度一般会計予算案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について説明があり、審議した結果、これを承認した。【「日本国

際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号参照】 

 

６． 平成 24（2012）年度特別事業活動基金予算案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について説明があり、審議した結果、これを承認した。【「日本国

際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号参照】 
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７． 小島清基金の会計年度変更案ならびに決算案・予算案について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について説明があり、審議した結果、これを承認した。【「日本国

際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号参照】 

 

８． 日本国際経済学会小島清賞研究奨励賞および優秀論文賞の受賞者の発表について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について、研究奨励賞には近藤健児氏（中京大学）が、優秀論文
賞には濱田弘潤氏（新潟大学）が、それぞれ選考されたとの発表があった。【5頁参照】 

 

９． 日本国際経済学会特定領域研究奨励賞（小田賞）の受賞者の発表について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について、椋寛氏（学習院大学）が選考されたとの発表があった。

【5頁参照】 
 

10．学会誌の投稿規定と執筆要領について 

遠藤正寛理事（慶應義塾大学）より標記について、学会誌 2 誌の投稿規定と執筆要領が改訂され、学会ウ

ェブサイトに掲載されているので、論文投稿の際に活用してほしいとの報告があった。 

 

11．新入会員の発表について 

木村福成会長（慶應義塾大学）より標記について、2012 年 5 月 26 日の第 1 回理事会において 24 個人・1

法人、当日の第 2回理事会において 17個人・1法人の入会申し込みが承認されたとの報告があった。【「日

本国際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号および本号 9頁参照】 

 

12．関東支部メールアドレスの訂正について 

遠藤正寛理事（慶應義塾大学）より標記について、「日本国際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号に掲

載された関東支部メールアドレスに誤りがあったことが報告され、訂正された。（本部事務局注：学会ウェ

ブサイトに掲載された当該号および本号 12頁の関東支部メールアドレスが正しいものです。） 

 

第２日 

日時：2012年 10月 14日（日）13：00～13：20 

会場：甲南大学 8号館 1階 813教室 

議長：石川城太副会長（一橋大学） 

 

1. 新会長の発表について 

木村福成前会長（慶應義塾大学）より標記について，理事会において岩本武和副会長（京都大学）が新会長に

選任されたとの発表があった。 

 

2. 新副会長の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，理事会において石川城太常任理事（一橋大学）が副会長に選任

されたとの発表があった。 

 

3. 特命理事の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，趙来勲氏（神戸大学），岡本由美子氏(同志社大学)，上川孝夫

氏（横浜国立大学）の 3氏を特命理事に指名したとの発表があった。 

 

4. 新常任理事の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，青木浩治理事（甲南大学），馬田啓一理事（杏林大学），遠藤正

寛理事（慶應義塾大学），岡本久之理事（兵庫県立大学），櫻井公人理事（立教大学），多和田眞理事（名古屋

大学），中條誠一理事（中央大学），中西訓嗣理事（神戸大学），中本悟理事（立命館大学），古沢泰治理事（一

橋大学）の 10氏に常任理事を委嘱したとの発表があった。 

 

5. 新幹事の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，安藤光代氏（慶應義塾大学），乾友彦氏（日本大学），川野祐司

氏（東洋大学），柴山千里氏（小樽商科大学），鳴瀬成洋氏（神奈川大学），柳瀬明彦氏（東北大学）（以上，関

東支部所属），川端康氏（名古屋市立大学），太田代（唐澤）幸雄氏（南山大学），竹野忠弘氏（名古屋工業大

学）（以上，中部支部所属），川越吉孝氏（京都産業大学），斉藤宗之氏（奈良県立大学），澤邉紀夫氏（京都大
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学），柴田孝氏（大阪商業大学），東田啓作氏（関西学院大学），松永達氏（福岡大学），丸山佐和子氏（神戸大

学）（以上，関西支部所属）の 16名に幹事を委嘱すること，ならびに澤邉紀夫幹事（京都大学）に学会の会計

を担当する常任幹事を委嘱したとの発表があった。 

 

6. 新監事の決定について（審議事項） 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，伊田昌弘氏（阪南大学），浦田秀次郎氏（早稲田大学），柳原光

芳氏（名古屋大学）の 3氏を監事とすることが提案され，審議の結果これを承認した。 

 

7. 新本部事務局の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，神事直人理事（京都大学）研究室を新本部事務局とするとの発

表があった。 

 

8. 新本部業務の役割分担について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，後日決定の上「日本国際経済学会ニュース」を通じて発表する

こととした。【7頁参照】 

 

9. 第 3回春季大会（2013年）開催機関について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，福岡大学で開催すること，開催日は 2013 年 6 月 8 日（土）を

予定していることが発表された。【8頁参照】 

 

10. 第 72回全国大会（2013年）開催機関について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，横浜国立大学で開催すること，上川孝夫特命理事（横浜国立大

学）を大会準備委員長とすることが発表された。また，開催日は 2013 年 10 日 12 日（土），13 日（日）を予

定していることが発表された。【8頁参照】 

 

11. 第 72回全国大会「プログラム委員会」の委員長の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，第 72 回全国大会「プログラム委員会」の委員長に鳴瀬成洋幹

事（神奈川大学）を任命するとの発表があった。他の委員については，後日指名の上「日本国際経済学会ニュ

ース」を通じて発表することとした。【8頁参照】 

 

12. 日本国際経済学会小島清基金運営委員会の委員長および委員の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，委員長に木村福成前会長（慶應義塾大学）を，委員に井川一宏

顧問（京都産業大学），石川城太副会長（一橋大学），遠藤正寛常任理事（慶應義塾大学），春名章二理事（岡

山大学），近藤健児理事（中京大学），若杉隆平氏（横浜国立大学）をそれぞれ任命すること，ならびに遠藤正

寛常任理事（慶應義塾大学）に事務局長を委嘱することが発表された。  

 

13. 日本国際経済学会特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会の委員長および委員の発表について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，岩本武和会長（京都大学）が委員長に就任し，岡本久之常任理

事（兵庫県立大学），近藤健児理事（中京大学），古沢泰治常任理事（一橋大学）の 3名を同委員会の委員に委

嘱することが発表された。 

 

14. 顧問の就任依頼について 

岩本武和会長（京都大学）より標記について，理事会において木村福成前会長（慶應義塾大学）が顧問に推挙

され，承認されたとの報告があった。 
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平成 24年度小島清賞各賞の決定と受賞について 

 

 2012 年 3 月 28 日の電子メールでの持ち回り審議を経て，2012 年 7 月 28 日に日本国際経済学会 小島清賞選

考委員会が開催され，以下の通り各賞の授賞が決定されました。また，先日甲南大学で開催された第 71回全国

大会 2日目（10月 14日）に研究奨励賞及び優秀論文賞授賞式が執り行われ，近藤健児先生の受賞記念講演が行

われました。 

 

 １．研究奨励賞：近藤健児氏（中京大学） 

 ２．優秀論文賞：濱田弘潤氏（新潟大学） 

 

 

 

平成 24年度特定領域研究奨励賞（小田賞）の決定と受賞について 

 

 日本国際経済学会 特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会は、慎重な審議の結果、椋寛氏（学習院大学）

を本賞の第 2 回受賞者とすることに致しました。先日甲南大学で開催された第 71 回全国大会 2 日目（10 月 14

日）に授賞式を執り行いました。 

 

 

 

平成 23年度小島清基金決算について 

 

 平成 24 年度会員総会第１日目（2012 年 10 月 13 日）において，平成 23 年度小島清基金決算が承認されまし

た。なお，決算内容につきましては「日本国際経済学会ニュース」2012年 9月 12日号をご参照下さい。 
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役 員 名 簿（○印は新任） 

 

会長（定員 1名） 

○岩本 武和（京都大学） 

 

副会長（定員 1名） 

○石川 城太（一橋大学） 

 

常任理事（定員 10名） 

青木 浩治（甲南大学）   馬田 啓一（杏林大学）  ○遠藤 正寛 （慶應義塾大学）  

 岡本 久之（兵庫県立大学）  櫻井 公人（立教大学）  ○多和田 眞 （名古屋大学） 

○中條  誠一 （中央大学）   中西 訓嗣（神戸大学）   中本 悟  （立命館大学） 

○古沢  泰治 （一橋大学） 

 

理事（定員 24名） 

石田  修（九州大学）   板木 雅彦（立命館大学） ○大川 良文（滋賀大学） 

郭  洋春（立教大学）  ○清田 耕造（横浜国立大学） ○小森谷徳純（中央大学） 

○近藤 健児（中京大学）    佐藤 秀夫（東北大学）  ○澤田 康幸（東京大学） 

○神事 直人（京都大学）   大東 一郎（東北大学）  ○武智 一貴（法政大学） 

 戸崎  純（首都大学東京） ○内藤  巧  （早稲田大学）   中嶋 慎治（松山大学） 

夏目 啓二（龍谷大学）   新岡  智（関東学院大学） ○春名 章二（岡山大学） 

広瀬 憲三（関西学院大学）  増田 正人（法政大学）  ○椋   寛  （学習院大学） 

 藪内 繁己（愛知大学）   横山 正樹（フェリス女学院大学）  蓬田 守弘（上智大学） 

 

特命理事 

○岡本 由美子(同志社大学)  ○上川 孝夫（横浜国立大学）  趙  来勲（神戸大学） 

 

監事（若干名） 

○伊田 昌弘 （阪南大学） ○浦田 秀次郎 （早稲田大学） ○柳原 光芳（名古屋大学） 

 

幹事（定員約 20名） 

【関東支部】 

 安藤 光代（慶應義塾大学） ○乾  友彦（日本大学）     川野 祐司（東洋大学） 

 柴山 千里（小樽商科大学） ○鳴瀬 成洋（神奈川大学）  柳瀬 明彦（東北大学） 

【中部支部】 

○川端   康（名古屋市立大学）  太田代（唐澤）幸雄（南山大学）  竹野 忠弘（名古屋工業大学） 

【関西支部】 

○川越 吉孝（京都産業大学）  斉藤 宗之（奈良県立大学） ○澤邉 紀夫<常任>（京都大学） 

○柴田 孝 （大阪商業大学）  東田 啓作（関西学院大学） ○松永  達（福岡大学） 

 丸山佐和子（神戸大学）  

 

顧問 

 渡辺福太郎（学習院大学名誉教授）  本山 美彦（大阪産業大学）  池間  誠（一橋大学名誉教授） 

 井川 一宏（京都産業大学）  大山 道広（慶應義塾大学名誉教授）  関下  稔（立命館大学） 

田中 素香（中央大学）   阿部 顕三（大阪大学）  ○木村 福成（慶應義塾大学） 
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役員の業務分担 （◎印は責任者） 
 

 【関東支部】 【中部支部】 【関西支部】 

本部関係    

＜総務担当＞    

常任理事  遠藤 正寛 多和田 眞 ◎岡本 久之 

理事  郭  洋春   神事  直人 

  清田  耕造   

幹事     斉藤 宗之 

ニュース・HP    

 常任理事  櫻井 公人   

理事 小森谷徳純  近藤  健児 ◎大川 良文 

  内藤  巧   

幹事    川端 康  川越 吉孝 

会員名簿    

理事  佐藤 秀夫  藪内 繁己 ◎夏目 啓二 

  戸崎 純  板木  雅彦 

＜財務担当＞    

常任理事  中條 誠一  ◎青木 浩治 

理事  椋    寛  藪内 繁己  

幹事  安藤 光代  澤邉 紀夫＜常任＞ 

＜編集・出版担当＞    

常任理事   ◎中西 訓嗣 

理事  澤田 康幸  藪内 繁己  石田  修 

幹事  柳瀬 明彦    柴田   孝 

＜企画・渉外担当＞     

  常任理事  馬田  啓一  ◎中本  悟 

理事  新岡  智  近藤  健児  趙  来勲 

  増田 正人   岡本由美子 

  横山  正樹    

＜監査＞      

監事  浦田秀次郎  柳原  光芳 ◎伊田 昌弘 

支部関係    

常任理事  古沢 泰治  多和田 眞   

  理事  大東 一郎  ◎広瀬  憲三 

  武智  一貴   春名 章二 

  蓬田 守弘   中嶋 慎治 

  上川 孝夫     

  幹事  乾    友彦  太田代（唐澤）幸雄  東田  啓作 

  川野 祐司  竹野 忠弘  松永   達 

  柴山 千里    丸山佐和子 

  鳴瀬  成洋     
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出版委員会 

委員長 ○中西 訓嗣（神戸大学） 

副委員長 ○古沢 泰治（一橋大学） 

委員  青木 浩治（甲南大学）  石田  修（九州大学） 浦田秀次郎（早稲田大学） 

  大川 昌幸（立命館大学） 小川 英治（一橋大学） 櫻井 公人（立教大学） 

  澤田 康幸（東京大学）  中條 誠一（中央大学） 中本  悟（立命館大学） 

 藪内 繁己（愛知大学） 

幹事  柴田  孝（大阪商業大学） 柳瀬 明彦（東北大学） 

 

小島清基金運営委員会 

委員長 ○木村 福成（慶應義塾大学） 

副委員長○遠藤 正寛（慶應義塾大学）＜事務局長＞ 

委員  井川 一宏（京都産業大学）  ○石川 城太（一橋大学） ○近藤 健児（中京大学） 

 ○春名 章二（岡山大学）  若杉 隆平（横浜国立大学） 

 

特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会 

委員長 ○岩本 武和（京都大学） 

委員  岡本 久之（兵庫県立大学）  ○近藤 健児（中京大学） ○古沢 泰治（一橋大学） 

 

その他日本国際経済学会関係者 

日本経済学会連合評議員 浦田秀次郎（早稲田大学）  馬田 啓一 （杏林大学） 

 

 

 

第 3回春季大会プログラム委員会について 

 

 第 3回春季大会は，2013 年 6 月 8 日（土）に福岡大学で開催されます。第 3回春季大会のプログラム委員会

は石田修氏（九州大学），大川良文氏（滋賀大学），夏目啓二氏（龍谷大学），春名章二氏（岡山大学），松永達

氏（福岡大学，委員長），丸山佐和子氏（神戸大学）の６名の委員で構成されることに決まりました。 

 

 

第 72回全国大会プログラム委員会について 

 

 第 72 回全国大会は，2013 年 10 月 12 日（土），13 日（土）に横浜国立大学で開催されます。第 72 回全国大

会のプログラム委員会は太田代（唐澤）幸雄氏（南山大学），清田耕造氏（横浜国立大学），櫻井公人氏（立教

大学），夏目啓二氏（龍谷大学），鳴瀬成洋氏（神奈川大学，委員長），広瀬憲三氏（関西学院大学），矢野修一

氏（高崎経済大学）の７名の委員で構成されることに決まりました。 
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平成 24年度新入会者（追加） 

 

 ※個人情報保護のため削除しました。 
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日本国際経済学会の対外活動について 

 

 日本・韓国国際経済学会学術交流協定に基づき，2012年 12月 7日（金）に延世大学において開催された 2012年

度韓国国際経済学会・冬季学術発表大会に岩本武和会長，石川城太副会長，木村福成顧問および研究報告者として

以下の会員の方々が派遣されました。 

 

報告者： 

川越  吉孝氏(京都産業大学) “Environmental Regulations on International Transportation” 

(with Kenzo Abe and Keisuke Hattori) 

川端   康氏(名古屋市立大学) “Regional Agreements on Standards: Multilateralism versus 

Regionalism” (with Yasuhiro Takarada) 

清田  耕三氏(横浜国立大学) “International Productivity Gaps and the Export Status of Firms: 

Evidence from France and Japan” (with Flora Bellone, Toshiyuki 

Matsuura, Patrick Musso, and Lionel Nesta) 

 

 

学会 HPにおける公開シンポジウム等の企画紹介コーナーについて（お知らせ） 
 

学会の HP（ホームページ）に会員所属の大学・研究機関等による公開シンポジウム等の企画を紹介するコーナー

を設けます。TOPページで案内し，日程終了後あるいは一定期間経過後に，アーカイブ側に移す予定です。 

およそ次のような条件を設けて運用する予定です。情報をおもちの方は，HP担当者までお知らせください。 

①学会員が（登壇等）関与する企画であること。 

②タイトル，日時，場所その他の開催要項を一括して PDF形式でまとめてあること。あるいは開催要項を一括し

て記した大学・研究機関等の HPへのリンク（URL）があること。 

③原則として商業ベースのものは避けること。ただし，法人維持会員についてはこの限りでない場合がある。 
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平成 25年度（第 8回）小島清賞について（お知らせ） 
 

日本国際経済学会・小島清基金運営委員会委員長 

木村 福成 
 

 日本国際経済学会小島清基金運営委員会では，平成 25年度（第 8回）小島清賞の受賞者選考に際しまして，学会

員の皆様からの推薦（自薦を含む）という形で候補者に関する情報を幅広く受け付けています。小島清賞には研究

奨励賞と優秀論文賞があります。詳しくは本学会ホームページをご覧下さい。 

 以下の宛先まで「郵送」にて候補者に関する情報（推薦書）をお寄せください。推薦書には，候補者の氏名，所

属，業績，その他小島賞への推薦理由となる事柄をお書きください。様式は自由です。また，情報提供者ご自身の

氏名，所属，連絡先（電話，FAX，電子メール等）もあわせてお知らせください。なお，情報提供の締め切りは 2013

年 4月 25日（木）とします。 

郵送先 〒108-8345 東京都港区三田 2-15-45 

慶應義塾大学商学部 遠藤正寛研究室気付 

日本国際経済学会 小島清基金運営委員会事務局 
 

 

平成 25年度（第 3回）特定領域研究奨励賞（小田賞）について（お知らせ） 
 

日本国際経済学会・特定領域研究奨励賞（小田賞）審査委員会委員長 

岩本 武和 
 

特定領域研究奨励賞（小田賞）は、「世界で活躍する国際経済学研究者を育成すること」を目的とし、次のような

事業を内容とするものです（詳しくは学会ホームページをご覧ください）。 

（1）国際貿易・貿易政策に関する優れた研究を行い、外国の査読付き雑誌に論文を掲載した学会員を顕彰する

（審査対象論文は候補者の近刊および過去のすべてのものを含む）。 

（2）受賞者は受賞年度 3月末の時点で 45歳以下とし、原則として毎年 1名とする。 

（3）受賞者には賞金 10万円を授与する。 

（4）本事業は平成 22年 10月よりおおむね 10年を目処として実施する。 

 候補者は、自薦または審査委員会の推薦により、選ぶものとされています。自薦いただける方は、2013年 6月末

日までに、論文および略歴・業績表を、審査委員長宛（岩本武和：iwamoto@econ.kyoto-u.ac.jp）お送りください。 
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本部・各支部事務所所在地（注：※印付は新しい事務局所在地） 

 

※【本  部】 日本国際経済学会 本部事務局 

 〒606-8501 京都市左京区吉田本町 

 京都大学経済学研究科 神事直人研究室気付 

 Tel: 075-753-3511（神事直人研究室直通） Fax: 075-753-3492（研究室事務室） 

 E-mail: head-office@jsie.jp 

【関東支部】 日本国際経済学会 関東支部事務局 

 〒192-0393 東京都八王子市東中野 742－1 

 中央大学経済学部 小森谷徳純研究室気付 

 Tel: 042-674-3458 

 Fax: 042-674-3425 

 E-mail: komoriya@tamacc.chuo-u.ac.jp 

 【中部支部】 日本国際経済学会 中部支部事務局 

 〒466-8673 愛知県名古屋市昭和区山里町 18 

 南山大学経済学部 太田代（唐澤）幸雄研究室気付 

 Tel: 052-832-3111 

 Fax: 052-835-1444 

 E-mail: jsie.chubu@gmail.com 

【関西支部】 日本国際経済学会 関西支部事務局 

 〒662-8501 兵庫県西宮市上ヶ原一番町 1-155 

 関西学院大学経済学部 東田啓作研究室気付 

 Tel & Fax: 0798-54-4653 

 E-mail: jsie-west@ml.kwansei.ac.jp 

 【日本国際経済学会ホームページ】 

 http://www.jsie.jp/ 

 【学協会サポートセンター】 

 〒231-0023 横浜市中区山下町 194-502 

 Tel: 045-671-1525 

 Fax: 045-671-1935 

 E-mail: scs@gakkyokai.jp 

 【学協会サポートセンターホームページ】 

 http://www.gakkyokai.jp/ 

 

 

（住所変更の届け出等について） 

所属機関や学会に届け出ている住所が変更になった場合は，直接，学協会サポートセンターへご連絡下さい。

その際，所属機関の変更に伴って所属支部も変更される場合は，その旨も学協会サポートセンターへお申し出

下さい。また，会員名簿記載事項に関する修正・追加・削除等につきましても学協会サポートセンターへご連

絡下さい。なお，入会・退会のご希望につきましては，本部事務局までご連絡下さい。 

mailto:KHB20710@nifty.ne.jp

